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第１章　問題提起

第１節　研究目的

　国際売買において、売主から引き渡された物品
が、買主の国また当該物品が使用・転売される国
の公法規制（以下では「買主側の公法規制」と略
す）――その内容は食品の衛生基準から工業品の
規格まで多岐に渡っている――に違反している場
合には、物品の市場価値の減少や、最悪の場合に
は物品の使用・転売が禁じられて市場への流通が
できなくなり、買主の契約目的が実現できない結
果を招きかねない。とは言え、買主側の公法規制
が、国際的に知られているとは限らないから、買
主による具体的な公法規制の告知がない限り、売
主にとって当該規制を契約締結当時に予見するこ
とが困難な場合がある。仮に売主が予見できると
しても、買主側の様々な公法規制を調査し、厳格
な又は不合理な基準まで満たすために、余分のコ
ストと負担がかかるかもしれない。従って、買主
側の公法規制に適合した物品の引渡義務を売主に
強いることには不合理な面がある。
　広範な拘束力を持っている「国際物品売買契約
に関する国連条約」（以下，CISG）ではこの問題
は物品の契約適合性の問題として議論されている
が、明確な基準と解決策があるとは言えない。先
例として、ムール貝の売買契約において、売主国
のスイスの規制に違反していないものの、ムール
貝が買主国のドイツにおける食品基準値の2倍に
該当するカドミウムが検出され、その契約適合性
が争われた事件1（以下、ムール貝事件）がある。
その事件においてドイツ連邦最高裁は、物品の適
合性を判断するにあたって、原則として買主側の
公法規制は考慮しないとしたうえで、①売主国に
も同様な規制がある場合、②買主が具体的規制を
明示的又は黙示的に売主に告知した場合、③売主
が特定の公法規制を知り又は知らないことがあり
得ない場合を例外とした。通説と主流的裁判例は
この判決を支持しているが、買主側の公法規制に
違反することで物品の契約不適合が認められた裁
判例も多数存在する。一体なぜ、売主が買主側の

公法規制に適合した物品の引渡義務を負うのか、
また義務を課す際にどのような要件を満たせば良
いのか、疑問に思われるところである。本稿の目
的は、CISGの関連学説と判例を調査・分析した上
で、買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務
の要件を整理することである。

第２節　研究対象

　本論に入る前に、本研究の対象となる公法規制
の意味を明らかにしたい。まず、売買目的物の使
用と市場流通に影響を与え得る買主側の公法規制
とは、技術基準、経済社会の成熟度から、文化伝
統や宗教衝突2にいたるまで多岐に渡る要素が相
俟って形成されたものである。その中には、売買
目的物の品質を規制している消費者法、環境法も
含まれるし、売買目的物の権利移転に影響しうる
知的財産法や輸出入管理法令なども含まれるので
ある。権利移転を規制する買主側の公法規制に違
反して売買目的物に権利の瑕疵が生じた場合につ
いては、CISGに具体的な規定が設けられている
ため、条文の解釈に従って問題の解決が図られる
と思われる。具体的には、第三者の権利又は請求
の対象となっていない物品の引渡しを売主に義務
付ける41条、使用・転売国や買主国の知的財産権
（例、工業所有権）に基づく第三者の権利又は請
求の対象となっていない売買目的物の引渡しを売
主に義務付ける42条、通関手続きの不備で売買目
的物の輸出入が禁止されることをそれぞれ売主の
引渡義務の違反と買主の受領義務の違反として扱
う30条と53条がある 。本稿では、売買目的物の権
利の移転を規制する公法規制を除き、売買目的物
の品質を規制する買主側の公法規制について検討
していく。
　そして、CISG36条に基づき、危険移転後に生じ
た契約不適合については原則として買主が責任を
負うべきである。従って、危険移転後に生じた物
品の破損や滅失によって買主側の公法規制に違反
しても売主は原則として責任を負わないと言わざ
るを得ない。また、当事者の予見可能性や商業的
安定性の観点から、危険移転後に公布、又は改正
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された買主側の公法規制に違反し、物品の輸入が
禁じられる場合には、買主が責任を負うべきであ
ると一般的に考えられる4。しかし、重大な品質問
題があるときに、遡及的に物品の契約不適合を認
めた稀な裁判例も存在する。それらについて判例
の部分（第4章）で詳述することにする。以下で
は、主に危険移転前に売主は買主側の公法規制に
適合した物品の引渡義務を負うか否かについて検
討していく。

第２章　CISGにおける物品の契約適合性
　　　　規定との関係

　売主から引き渡された物品が契約書に記載する
条件に合致している場合であっても、公法上の規
制に違反しているというときには、伝統的な民法
の観点からは、買主の救済として売主の瑕疵担保
責任や債務不履行責任を追及したり、原始的不能
や性状の錯誤と公序良俗違反（国内強行法規の違
反）を根拠に契約の無効を主張することが考えら
れる。しかし、CISGは契約の有効性や契約の効力
に影響を与え得る錯誤などを一切規律しておらず5

（4条（a））、原始的不能や性状の錯誤の問題を契約
の「有効性」の問題としてではなく、不履行の一
場面として処理していることから、この点に関し
ては国際私法の準則に従って適用される準拠法を
適用する余地はない6。また、CISGにおいて売主
の債務不履行責任と瑕疵担保責任は一元化され、
目的物の契約適合性の問題として扱われている7。
　買主側の公法規制への適合性についてCISGに明
文の規定はないが、契約に適合した物品の引渡し
という売主の義務に関して一括的な規定がある。
従って、本稿の課題を解決するために、上述した
売主の義務の中に、買主側の公法規制に適合した
物品の引渡義務が含まれるか否かを明確にする必
要がある。CISGにおいては、売買目的物の契約
適合性を判断する際に三つの基準が提供されてい
る。以下では、本稿の問題に最も関わり易い規定
を優先度の高いものから概観してみよう。

第１節　合意解釈－35条（1）と8条（3）

（1）契約書の解釈

　当事者間に売買目的物の品質について明示的又
は黙示的な合意がある場合に、売主が合意した条
件に従って、物品を引き渡さなければならない。
具体的に見ると、CISG35条（1）により、売主は買
主に引き渡す物品について、それが契約に定めら
れた数量・品質・種類及び収納・包装方法に適合
したものであることについて義務を負う。これは
CISGにおける私的自治の尊重、又は契約主義の体
現として評価されている。

（2）契約関連情報からの解釈

　合意された契約の解釈は、明記された契約条項
（35条（1））のほかに、当事者間の交渉過程や慣
行・慣習など全ての契約関連状況（8条（3））にも
鑑みながら、行うべきである8。従って、一方の当
事者がある工業規格に契約交渉の中で言及した場
合、その規格に適合した物品の引渡しが黙示的に
合意されたとも判断されうる。

第２節　国際的慣習や当事者間の慣行などの合理

　　　　解釈－9条（1）と9条（2）

　35条（1）に従って、物品の契約適合性を判断する
際に、合意した慣習及び当事者間で確立した慣行
（9条（1））だけではなく、当事者が知りまたは知
るべきであり、且つ特定の分野において広く認め
られる国際的慣習（9条（2））も黙示的に適用され
ることになる。このような国際的慣習は、品質に
関する最低限度の基準として見なされなければな
らない9。従って、当事者間に売買目的物の品質に
ついての合意がない場合には、食品安全の国際基
準や工業品の国際規格などが物品の契約適合性を
判断する際に、考慮要素の一つとなりうる。

第３節　契約適合性に関する最低限の要求

　売買目的物の品質について当事者間に明示的、
又は黙示的な合意の有無が判明せず、慣習や当事
者間の慣行もない場合、どのように契約の内容を
解釈するか、CISGには最低限度の条件が定められ
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ている。

（1）特定の目的への適合

　35条（2）（b）に拠れば、買主が売買目的物に関す
る特定の使用目的を契約締結時に、明示的また黙
示的に売主に示し、且つ売主の判断と技能に依存
することが合理的であった場合に、売主は当該使
用目的に適合した物品を引き渡す義務がある。従
って、買主が売買目的物を特定の国で使用・転売
することを売主に告知し、且つ売主の技能と判断
に合理的に依存できる場合に、35条（2）（b）に従っ
て、売主は特定の国で販売可能な物品を提供する
義務を負うのである10。

（2）「通常使用されるであろう目的」への適合

　CISG35条（2）（a）における通常目的はまず「売
買・転売可能性（salability or resalability）」（例
えば生産基準への適合など）、そして「業界人の
客観的観念」を基準に判断される11。これに関し
て、当事者の意思によって目的物の品質を定める
ことができない場合、例えば、当事者は目的物の
種類のみを指定した場合には、内国法においては
中等品質（average quality）や商業利用可能性
（merchantability）という概念を持って目的物
の品質基準を定めることが多い。この点、当該内
国法概念の不適切（例えば、目的物が中等の標準
に満たなくても、転売という契約目的に適する
場合がある）を避けるために、「合理的品質」
（reasonable quality）という客観的概念を持って
説明した仲裁判決がある12。更に「合理的」である
かどうかは、契約の代金と売主の地位などを総合
的に考慮して決定すべきであると主張されている13。
　しかし、取引当事者双方の文化・伝統、経済水
準と公法規制は異なるから、売主と買主とで通常
目的の解釈も違ってくる。特に公法規制の違いが
目的物の使用と流通に影響を与え得るので、「通
常使用されるであろう目的」に言う「通常」を、
売主所在地の基準に拠るべきか、それとも買主側
の基準に拠るべきかについて議論がある。売主が
買主側の基準を予見することは通常は難しいか

ら、売主所在地における通常目的を基準とする見
解が多数説である14。これに対して、使用される
予定の地域と国の基準に沿って通常目的を満たし
たか否かを判断すべきであると有力に反駁する学
説もある15。最終的に契約の解釈によって決着を
図るべきであるが、ある商品の通常用途について
国際慣行がある場合、又はEUメンバーのような売
主国と買主国の両方で同様に通用される基準があ
る場合には、それに従わなければならないとシュ
ベンツアーが指摘している16。もし売主国と買主
国の基準に不一致がある場合には、売主国の慣行
も買主国の慣行も国際的なものであるとは言えな
いから、通常の目的の違反の問題ではなくて特定
の目的の違反の問題17として考えなければならな
いとも主張されている。

第４節　小括

　以上のような順序で、売買目的物の品質を決め
ていくのはCISGの仕組みである。

第３章　買主側の公法規制に適合した物品
　　　　の引渡義務に関する学説

第１節　学説の整理

　以上のCISGの契約適合性に関する規定を概観す
ると、契約を解釈する際、買主側の公法規制を考
慮することがあり得ることが分かる。例として、
当事者が買主側の公法規制を適用することを契約
において合意した場合や、買主が契約締結時に具
体的規制を売主に明示的又は黙示的に告知し、且
つ売主の判断と技能に合理的に依存した場合、ま
た買主側の公法規制が当該特定の取引分野におい
て広く認知され、国際的慣習に当たる場合などが
考えられる。このような契約解釈のアプローチを
踏まえ、以下では、売主には買主側の公法規制に
適合した物品を引き渡す義務があるかどうか、と
いう問題を直接に扱う学説を見てみよう。

（1）義務否定説（通説）

　買主国の公法規制に適合した物品を引き渡す売
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主の義務を原則として否定する説は、CISGに関す
る多数の学者に支持されているし、多くの国の裁
判所にも目的物の契約適合性を判断する際、確立
された基準として引用されている。その内容は、
当事者間に合意がない場合に、原則として売主は
買主側の公法規制に適合した物品を引き渡す義務
がないというものであり、売主が買主国又は売買
目的物の使用・転売予定国を契約締結時に知って
いたとしても、その国の公法規制に適合した物品
を引き渡す義務を負わない。
　その例外とされる状況は大きく三つに分類され
る。それは①売主国が買主側の公法規制と同じよ
うな規制を持っている場合、②契約締結時に買主
が具体的に特定の公法規制を売主に明示的又は黙
示的に告知し、且つ合理的に売主の技能と判断に
依存した場合（35条（2）（b））、また③売主がその
規制を知り、又は知らないことがありえない場合
である。③に該当する具体例として、売主が買主
国に営業所を置く場合、売主と買主間に長期の取
引関係がある場合、売主が恒常的に買主国に物品
を輸出している場合などがある18。
　通説の根拠として、買主側の特定の公法規制を
満たした物品の引渡しを売主に期待することが不
合理であることが挙げられる。つまり、契約締結
時に買主が、買主国又は売買目的物の最終使用・
転売国を売主に告知したことを理由に、その国に
おいて売買目的物の商業利用に影響を与え得るす
べての公法規制を売主が調査し、且つ適用するこ
とを期待するのは、売主にとって過酷である。買
主こそ特定の公法規制を契約締結時に売主に告知
し、又は契約に組み入れるべきであるというので
ある。

（2）特定目的説

　シュレヒトリームの見解によると19、技術水準、
文化伝統、宗教信念などに由来する公法規制は、
確かに売買目的物の使用に影響を与え得る。しか
し、すべての政府規制が必ずしも品質の欠陥に結
びつくわけではないし、異なる国には異なる公法
が存在するから、売主の営業所所在地又は買主の

営業所所在地の公法規制に従うべきかを決める必
要がある20。そして、輸出入取引における公法規
制の遵守に関するリスク分担を当事者が定めてい
る場合には、その合意に従って問題が解決され
る。シュレヒトリームは、このリスク分担は契約
締結時に当事者によって定められることが多いと
いう。
　これに対して、当事者間に合意がない場合は、
原則として、売主に買主側の公法規制に適合した
物品の引渡義務がないと主張されている。例外的
に、買主が契約締結時において売買目的物の最終
的使用・転売国を売主に明示的又は黙示的に告知
した場合、又は、買主が売主に当該国を告知して
いないが、売主国が買主側と同じような公法規制
を持つ場合に、売主は当該義務を負うとされる。
この説の根拠の一つは35条（2）（b）である。買主は
物品の使用・転売国を黙示的又は明示的に売主に
告知したのであれば、その国の公法規制に適合し
た物品の引渡しも期待していたと推定できる。従
って、買主が売買目的物の使用・転売国を売主に
対して告知することによって、その国での使用・
転売が契約の特定目的と成りうる。売主は、35条

（2）（b）のただし書きに基づき、買主が売主の技
能と判断に依存せず、又は依存することが不合理
な場合だけ免責される。シュレヒトリーム説をと
った場合には、中小企業の売主は大きな負担を負
うこととなるが、その対応策としては、自分が提
供できる物品の品質条件を契約書に書き込むこと
がまず考えられる。さらに、35条（2）（b）のただし
書に基づく免責も方法の一つである。なぜなら、
買主側の特定の公法規制への適合を、売主に期待
することは合理的ではない場合があるからであ
る。
　この説のもう一つの根拠は42条（1）に求められ
る。当該条文によると、買主の営業所が所在する
国や、売買目的物が転売、又は他の方法によって
使用される国を当事者が契約締結時に想定してい
た場合に、売主は当該国の法に従って、工業所有
権その他の知的財産権に基づく第三者の権利又は
請求の対象となっていない物品を引き渡す義務が
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ある。その趣旨は、物品の使用という買主の正当
な利益を念頭に置き、知的財産権に基づく請求や
訴訟から買主を保護しようとすることである21。
同じように、売買目的物が買主側の公法規制に違
反する場合には、当該目的物の使用・転売ができ
なくなり、買主の契約目的が達成できなくなる。
仮に当事者間において、契約締結時に、売買目的
物の最終使用・転売国が想定されていたのであれ
ば、買主の売買目的物の使用という正当な利益を
保護する必要がでてくる。従って、こうした場合
には、売買目的物の使用可能性や転売可能性に注
目し、売主は買主側の公法規制に適合した物品の
引渡義務を負うというのである。

（3）契約解釈説

　以上の学説を批判しながら、ホノルドとフレヒ
トナーは契約の解釈という観点から問題を解決し
ようとしている22。この説の出発点は、35条（2）が
当事者の合意を補助的に解釈していることから、
売買目的物の通常の使用目的、又はその契約適合
性に関する理解について当事者間に食い違いがあ
れば、8条にいう相手方と同種の合理的な人物の理
解、補助的に9条に言う、慣習や当事者間で確立さ
れた慣行などを通じて契約の解釈を行うべきこと
である。その結果、35条（2）が買主側の公法規制
に適合した物品の引渡義務を売主に課しているか
という問題に対し、事案における契約の解釈次第
によって、結論が違ってくるのである。具体的に
は、契約解釈説によると、ドイツ連邦最高裁に確
立されたムール貝事件の基準も、シュレヒトリー
ムの35条（2）（b）によるアプローチも、当事者の合
意に対する適当な解釈から離れて、問題の解決を
公式化しようとするところに共通の限界がある。
そして、通説・判例上確立された、売主が買主側
の公法規制に適合した物品を引き渡す義務がない
という原則から出発するより、8条（3）の「関連す
るすべての状況」の評価を通じて契約上の義務を
解釈したほうが適当であるとする。また、35条（2）

（b）によるアプローチは、当事者が当該条文の適
用を排除する場合に、直ちに売主が買主側の公法

規制に適合した物品の引渡義務がないと判断され
る余地が生じるが、はたしてこうした帰結が妥当
なのかが問題になる。従って、ホノルドとフレヒ
トナーは、35条（2）を一つの手段としつつも、あく
まで柔軟な契約の解釈を通じてこの問題を処理す
べきであるという。

（4）国際慣習整合説

　以上のほかに、各説の議論と根拠をまとめて、
買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務の要
件を整理した学説がある23。その出発点は、物品
の契約適合性の判断に際して転売可能性の基準だ
けに依拠するのではなく、国際的慣習との整合性
をも考慮することである。その基本的な内容は、
買主側の公法規制を適用する合意がなければ、売
主が原則として国際的慣習に整合しない買主国の
公法規制を考慮する義務を負わないことである。
例外として、35条及び8条に基づいて契約解釈に
よる判断がなされる場合がある。その代表例とし
て、EU構成国のように、地域協定国間の強行的規
制が売主・買主の両国に適用される場合が挙げら
れる。国際慣習整合説の特徴は買主側の公法規制
の適用に当たって、まずその公法規制の内容につ
き国際的慣習との整合性を判別する点にある。

第２節　学説の分析

（1）各説の相違点

　売主に買主側の公法規制を遵守する義務がある
か否かという問題をめぐり、それぞれの学説の相
違点を以下のように整理することができる。
　通説は、原則として上記の義務を否定するが、
他の学説との違いとして、次の2点が挙げられる。
①売主が買主「国」又は売買目的物の最終使用・
転売「国」を知っていたとしても、原則どおり、
上記の義務を否定する。②売主が買主側の「規
制」を知っていた場合（ムール貝事件の三つの例
外に当たる場合）に、例外として上記の義務を肯
定する。
　特定目的説も、原則として上記の義務を否定す
る点で通説と同じであるが、通説と異なるのは、
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上記①の点であり、売主が、買主「国」又は売買
目的物の最終使用・転売「国」を知っていれば、
例外として売主の義務を肯定することである。
　以上に対して、契約解釈説は、契約解釈で決め
るべきであるとしながら、その際の基準として、
８条、９条を用いることを論じており、契約解釈
の基準を明確にしている点では意義があると思わ
れる。

（2）契約解釈説に対する疑問

　確かにホノルドが批判したように、義務否定説
（通説）も、特定目的説も、幾つかの例外を設
けている。売主に原則として義務がある、又は義
務がないという言い方は硬直的にすぎると言わざ
るを得ない。しかし、通説と特定目的説からは、
次のような疑問が寄せられるに違いないと思われ
る。通説も特定目的説も、契約を解釈すること
によって売主の義務の存否が明らかになる場合に
は、契約解釈によってこの問題が処理されること
を否定しないはずである。通説と特定目的説のど
ちらも、売主の義務の存否について、契約解釈に
よって当事者間の合意が明らかにならない場合の
処理を検討しているのであり、契約解釈説は、通
説・特定目的説に対する批判としては、的外れの
ように思われる。

（3）国際慣習整合説の問題点

　国際慣習整合説は、結論として、①国際的慣習
に従わないと35条（2）（a）の通常使用目的を満たさ
ないため、国際的慣習があれば、売主にはそれに
従う義務があり、②国際的慣習がない場合には、
買主側の公法規制を遵守する義務はないと主張し
ている。しかし、上記①で述べていることは、国
際的慣習の拘束力の話しであり、買主側の公法規
制を遵守するか否かとは無関係であるように思わ
れる。仮にそうではないとしても、国際慣習整合
説の主張は、結局、売主に義務がないことを出発
点としながら、例外的に義務がある場合を一つ付
け加えただけであると言えよう。つまり、通説が
挙げる三つの例外事由を否定しているのではな

く、買主側の公法規制が国際的慣習に合致する場
合に、売主はそれに適合した物品の引渡義務を負
うというもう一つの例外事由を加えただけである
とも考えられる。

（4）通説と特定目的説の問題点

　国際取引においてイデオロギーや、文化や経済
の相違のために多岐に渡る買主側の公法規制が売
買目的物の使用と流通に影響を与えている。この
ような買主側の公法規制を一々調査し、適用する
ことを一般的に売主に義務付けることが、不当な
結果になりかねない場合も確かに多数存在する。
買主が特定の公法規制に適合した物品を望む場合
に、その具体的規制を35条（1）又は（2）に従って契
約に組み入れるべきであると言えよう。この限り
では、通説の議論に、特に不当な点がないと思わ
れる。しかし、上述した理由を根拠に一概に売主
に買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務が
なく、しかも売主が売買目的物の最終使用・転売
国を告知された場合にも義務を負わないと言える
かは疑問に思われる。
　一方、特定目的説に拠れば、契約締結時まで買
主が売買目的物の使用国、又は転売国を売主に
告知したことで、直ちに特定の契約目的があると
判定することが妥当なのかが疑問である。そのほ
か、特定目的説の下で買主側の公法規制に適合す
る物品の引渡しを売主に義務付ける根拠として、
CISG42条が挙げられたが、工業所有権と知的財
産権の場合に売主の義務を肯定する根拠が特異な
ものであることも無視できないと考えられる。第
三者の知的財産権が目的地国に登録された場合に
は、売主が知るべきであると判断されるから24、
少なくとも登録された権利の情報について売主に
は調査する義務があると推定される。その根拠は
まず通常では、売買目的物の独立した組立部分の
技術構造は売主にしか分からないので、売主が工
業所有権と知的財産権に対する可能な侵害を予測
することができるというものである。そして、知
的財産権は地域的制限の強い権利であり、売主の
調査義務が否定されれば第三者の知的財産権の範
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囲を無意味に縮減させることになるということも
指摘できる25。従って、引き渡された物品が買主
国又は使用・転売国で第三者の知的財産権を侵害
する場合に、売主に義務を負わせる根拠は明らか
に特異なものであり、これを一段化して論じるの
は不適当と思われる。

第４章　買主側の公法規制が問題となる判
　　　　例とその分析

　当事者間に、契約締結前に売買目的物の品質に
つき、買主側の公法規制に合致するような明示的
な合意がある場合、例えば、「ドイツにおいて人
間の食用に適合するパプリカ」、「アメリカFDA
の規制に適合する冷凍エビ」などのような品質条
件を、契約締結時までに売主から明確に保証され
た場合、売主に買主側の公法規制に適合した物品
の引渡義務があると認められやすい。しかし、売
買目的物の品質につき当事者間に明示的合意がな
い場合に、目的物が買主側の公法規制に違反する
ことを根拠に、買主が売買目的物の契約不適合を
主張し、売主の契約責任を追及できるかは問題に
なる。
　ペース大学のCISGデーターベースを通じて35条
に関連する判例を全て調査し、更に品質の問題で
買主側の公法規制に違反することを条件として対
象を絞った結果、19件の判例・仲裁判断を抽出し
た。以下ではそれらの事例を取り上げ、裁判所と
仲裁廷の対応を概観する。説明の都合上、以下は
【事案の概要】【判旨の要点】【コメント】の順
で説明していく。

第１節　国際的慣習を考慮するとされた事例

　以下の事例においては、特定の分野において国
際的な協定や国際的慣習がある場合に、売主は、
買主側や売主側の公法規制とは関係なく、国際的
慣習を売買目的物の品質に関する最低限度の基準
として遵守しなければならないとされた。

（1）判例1――オーストリア最高裁判所OGH2003

年2月27日判決（冷凍魚事件）26――9条（2）

と35条（2）（a）

【事案の概要】オーストリアの買主が、オランダ
の売主からサンプルを購入し、検査した後に、ラ
トビアの顧客へ転売する目的で1997年8月に198ト
ンの冷凍鰈を注文した。それらの魚はEUガイド
ラインに合致していたことからFDA健康証明が
発行され、サンプル検査においても問題が発見さ
れなかった。しかし、リガで検査を受けた結果、
初回に受領した魚が前年度に捕られてから6ヶ月
以上経ったものであり、ラトビアの法律に基づけ
ば人間の食用に適合しないため、その輸入が禁じ
られた。結局、冷凍魚は買主に返送された。買主
が代金の支払と残った魚の受領を拒絶したため、
売主は代金の支払を求めて提訴した。一審におい
ては、広範的に知られ、且つ常に魚商人が遵守す
る国際的慣習の存在を売主が知っていたと推定さ
れ、相反する契約合意がない限り、最近の収穫、
少なくとも同年度の冷凍魚が必要であるとされ、
サンプルも前年度の魚であることを買主に告知し
なかったため、売主は35条（2）（c）に依拠できない
と判示され、売主の代金支払請求が棄却された。
控訴裁判所は、売主が魚の収穫年度を契約締結時
に認識していたと推定するには、専門家の見解に
基づいて、前年度の鰈に相応する仕入代金が払わ
れたことを表明する必要があるとし、貿易慣習の
存在に関する立証も専門家の証明なしでは充分で
はないとして一審の判決を覆し、売主の請求を認
めた。
【判旨の要点】OGHは、控訴裁判所が充分な調
査なしに慣習の存在を否定したと判断し、更なる
事実の証拠が必要であるとして、審理を差し戻し
た。
　また、35条（2）に基づいて通常の使用目的に適合
するかどうかを判断する際には、売主国の基準に
従って判断すべきであるが、国際的な慣習や慣行
がある場合に、それを最低限度の基準として当事
者が遵守しなければならないとも判示された。
【コメント】通常の使用目的の判断についてOGH
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は、物品の特性、又は生産基準について国際的な
慣習がある場合に、それらの慣習が最低限度の
品質要求として当事者が遵守しなければならない
ことを明言した27。国際的慣習が存在するとすれ
ば、それに適しない物品は9条（2）と35条（2）に基づ
いて契約に適合していないと推定されるが、当事
者が契約交渉や代金決定の過程において国際的慣
習と異なる品質の物品を合意したと判明した場合
には、国際的慣習に反しても契約不適合がないと
言わざるを得ない点に注意すべきであろう。

（2）判例2――オランダ・ハーグ控訴裁判所

2003年4月23日判決（小麦粉事件）28――

35条（1）

【事案の概要】モザンビークの買主が、1996年8
月にベルギーの商社を通じてオランダの売主から
小麦粉を購入した。ところが、引き渡された小麦
粉は、製パン性を向上させる物質の中に臭素酸カ
リウムが含まれるため、コーデックス規格に違反
したとしてモザンビークの政府に押収された。ま
た、臭素酸カリウムは、オランダFDAやEUの基
準でも禁じられている。買主が1999年1月に売主の
契約不適合による重大な契約違反を根拠に契約の
解除を宣告した後、ハーグの地方裁判所に契約解
除の確認を請求したが、裁判所は、小麦粉が合意
した条件に適合していることと、臭素酸カリウム
を含む添加物がモザンビークの法律では禁じられ
ないことを根拠にその請求を棄却した。買主が上
訴した。
【判旨の要点】控訴裁判所は、売主が契約交渉中
に小麦粉の「優良な品質」と「高水準のパン改
良剤」を買主に明示的に保証したことから、当事
者が国際基準に適合する小麦粉を合意したと認め
た。なぜなら、売主が国際基準を適用する意図が
ないなら、CISG7条の信義則に基づいてEU基準
とコーデックス規格に従わないことを買主に告知
し、買主の期待を覆す義務があるからである。そ
して、売主がベーキング効果の向上と熱帯国での
保存期間の延長のために小麦粉に入れた臭素酸カ
リウムには遺伝毒性と発癌性があることからオラ

ンダFDA、EU基準とコーデックスによってすべ
て禁じられている。従って、小麦粉の契約不適
合、及び売主の重大な契約違反を承認した。
【コメント】引渡し時に買主国の公法規制で禁じ
られない物品であっても、当事者が一般的な国
際基準の適用を合意したと認められる場合に、そ
の基準に違反した物品が契約不適合であるとされ
た。本件で特徴的なのは当事者の交渉過程のやり
取りを通じて、国際基準の適用を当事者の合意と
して解釈するところである。

第２節　買主側の公法規制を考慮しないとされた

　　　　事例

　国際的慣習が存在しない場合には、更に2種類の
事例に分けられる。以下では、まず買主側の公法
規制を考慮しないとされた事例から説明する。
（1）判例3――ドイツ連邦最高裁判所BGH 1995

年3月8日判決（ムール貝事件）29――リーデ

ィングケース－35条（2）（a）

【事案の概要】1992年1月に、ドイツの買主が、
スイスの売主との間で、1992年1月にニュージー
ランド産ムール貝を購入する契約を締結した。ム
ール貝は引き渡された後、ドイツ連邦獣医局の検
査において「過量のカドミウム」が含まれ、「無
害ではない」という結果を出されたため、買主は
その返品を売主に求めたが拒絶された。その後の
ドイツ連邦獣医局によるサンプル検査で連邦保健
局が定めたZEBS基準の2倍のカドミウムが検出
された。この量のカドミウムはスイスでは規制さ
れていないが、ドイツでは基準値の倍以上である
ため許容できないとされた。売主はムール貝のカ
ドミウム含有量が許容の上限値を超えていないか
ら人間の食用に適していること、予備的にムール
貝の契約不適合に関する通知が遅れたことを根拠
に代金支払請求訴訟を提起した。これに対し、買
主はムール貝がドイツの食品規制に違反している
から、その契約不適合であること、及び重大な契
約違反による契約の解除を主張した。地裁は売主
の請求を認容し、控訴審も買主の控訴を棄却した
が、買主が更に上告した事案である。
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【判旨の要点】BGHはまず、魚のカドミウム基
準は行政上のガイドラインであり、法的拘束力を
持っていないことを確認した上で、本件の売買契
約にZEBSの基準を適用する黙示的合意すらない
ことを判断した。そして、売主が、ニュージーラ
ンド産のムール貝が通常に高いカドミウム含有量
を有し、ムール貝の契約適合性を売主が証明すべ
きであるという買主の主張を棄却し、買主からの
契約不適合に関する検査・通知が遅れたため、買
主が契約不適合の立証責任を負うとした。また、
ムール貝の契約適合性の判断に際して、控訴審で
は、当該ムール貝がZEBSの基準値の2倍を超えた
としてもドイツの食品及び消費商品法LMBGに基
づき食用に適し、且つ販売・再販が可能であると
されたが、連邦最高裁は、ドイツ連邦の公法規制
は無関係で、当該ムール貝はCISG35条（2）（a）
に従って契約不適合がないと判断した。その根拠
は、文献による絶対的多数意見に従って売主が原
則として買主側の公法規制に適合した物品の引渡
義務を負わないということである。売主が物品の
引渡地や最終目的地を合意したとしても、同じで
ある。その理由は、売主は輸入国の決定的な公法
規制と行政業務を簡単には知り得ないから、売主
の知識に依存するのが合理的ではないということ
である。買主側の特定の公法規制は、売主国にも
同じような公法規制が存在する場合、買主が35条

（2）（b）に従ってその規制を売主に告知し、且つ
売主の技能と判断に合理的に依存した場合、また
特別な事情により売主がその規制を知り又は知ら
ないことがあり得ない場合に限って考慮されるべ
きである。
【コメント】この判決は通説に合致し、精巧な判
断システムを提供しているから、国際的に確立し
た法理として、ドイツだけではなく、他の国の裁
判所と仲裁廷にも強い影響を与えている。シュレ
ヒトリームはこの判決の重要性と結果の正当性を
認めつつも、その法的根拠について以下の異議を
述べた。当事者が契約締結当初に輸出国と輸入国
の公法規制を考慮したリスク分担の合意をしてい
ればそれに従えば処理できるが、合意がない場合

には35条（2）（b）に従って判断すべきであるという
のである。買主が売買目的物をどの国へ輸出又は
使用されるかを売主に知らせた場合に、買主はそ
の国で販売可能な物品の引渡しを期待することも
できる。そして、買主が売主に依存したことが合
理的ではない（例えば売主が中小企業である）場
合には、売主は35条（2）（b）ただし書きが定める例
外によって救済できる30。
　シュレヒトリームと違い、35条（2）（a）の通常目
的の判断基準を商業利用可能性として解釈し、本
件のムール貝が通常目的に適しないと主張する学
説31もある。この見解は次のように主張する。確
かにムール貝がカドミウムに汚染されても人間の
食用に適するかもしれない。しかし、本件買主の
契約目的は、ムール貝を食べることではなく、転
売することである。35条（2）（a）が要求するのは契
約合意がない場合に買主が期待できる物品の品質
であり、商業利用可能性も含むのである。従っ
て、買主がひどく汚染されていないムール貝を期
待するのも当然である。従って、売主に引き渡さ
れたムール貝が買主の契約目的を挫折させており、
契約不適合があるというべきだというのである。
　一方、ホノルドはこの判決に対し、買主側の公
法規制に適合した物品の引渡義務がないという原
則から出発するのではなくて、また35条（2）（b）の
特定の目的にも拘らず、買主側の公法規制に適合
した物品の引渡義務の問題を契約の解釈（8条（2）
と8条（3））によって決めるべきであると評釈し
た32。フレヒトナーも、BGHの判決で確立したル
ールを、他の裁判所や仲裁廷が同種の問題を判断
する際に考慮すべき要素として提示することに留
まるべきであり、これが条約の趣旨にも合致して
いると述べた33。

（2）判例4――オランダ・アーネム控訴裁判所

1999年4月27日判決（可動式部屋ユニット

事件）34――35条（2）（b）

【事案の概要】1970年代から、ドイツの買主が、
オランダの売主との間で、注文ごとに可動式部
屋のユニットを購入し、独占的にドイツ語圏で販
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売、賃貸する契約を結んでいた。買主は顧客の火
災の報告を受け、1996年の春にユニットを調査し
た結果、そのユニットがドイツのDIN/F-30/NE　
N工業基準に適合していないことを発見した。従
って、買主は幾つかの請求書の支払いを拒絶し、
ユニットの構造上の欠陥を理由とする売主の契約
違反又は詐欺と、売主の独占的販売契約の違反を
主張し、損害賠償、付随的に契約の解除を請求し
て、1997年にアルメロ地方裁判所に訴訟を提起し
た。一審で買主が敗訴したが、一審と同じように
損害賠償と契約の解除を求めて控訴したのが本件
である。
【判旨の要点】アーネム控訴裁判所は当事者が
1992年1月以後に締結された契約についてCISGの
適用（CISGはオランダで1992年から発効）を認
め、ユニットが契約に適合していることを根拠に
買主の請求を棄却した。判旨において、「幾つか
特定の注文のほかに、当事者間に一般的にDIN/
F-  30/NEN工業基準を適用する明示的合意はなか
った」ことと、「買主もモバイル・ユニットの生
産者つまりプロである」ことを理由に、仮に売主
がユニットの販売予定国がドイツであることを知
り、且つ買主からドイツにおける関連する基準の
公布を注意されたとしても、ドイツの各州にはそ
れぞれ異なる建築基準があるので、売主にそれら
の工業基準を調査する義務を負わせるのは不当で
あり、買主がドイツにおいて、可動式ユニットに
つき、どの政府基準を遵守すべきかを売主に告知
する義務を負うのであるとされた。
　また、CISG　38条と39条に基づき、専門家であ
る買主は、少なくとも壁と屋根に関する苦情が多
数寄せられた1990年から、ユニットがドイツの工
業基準に適合するかどうかを調査すべきだったの
であり、本件の検査が6年後に行われ、実行可能な
限り短い期間内の検査に当たらないとして、買主
の検査・通知義務の違反も認めた。従って、買主
がユニットの契約不適合を主張する権利を失った
とも判示された。
【コメント】当事者間に長期的取引関係がある場
合、売主には、売主が熟知した買主側の公法規制

に適合した物品を引き渡す義務があると推定する
ことができるが、長年の取引関係が存在しても、
買主が公法規制に違反した物品を異議なく受領し
てきた場合には、例外的に、売主の免責が認めら
れるのである。本件の事案はこの例外的状況に当
てはまると評価されている35。また、裁判所は売
主に具体的な公法規制への適合義務を負わせるに
は、買主国に厳格な工業基準が適用されているこ
とを、買主から告知するだけでは不十分であると
判じた点も注目に値すると思われる。

（3）判例5――スペイン・グラナダ控訴裁判所

2000年3月2日判決（冷凍鶏股肉事件）36―

―35条（2）（a）

【事案の概要】アメリカの買主がパエリヤに使う
冷凍鶏股肉をウクライナに輸入するため、スペイ
ンの売主との間で売買契約を締結した。しかし、
その鶏股肉がウクライナの輸入法令に違反するこ
とから、流通が禁じられた。鶏股肉が食用と販売
に適合していないことを根拠に、買主は売主の契
約違反を訴えたが、一審において買主の請求が棄
却された。一審がローマ条約を適用したことに対
して、スペイン・グラナダ控訴裁判所はCISGを適
用し、鶏股肉が契約に適合していると認めた。
【判旨の要点】判決の理由として、まず、契約締
結後に受領した冷凍鶏股肉の品質が、契約締結前
に検査したものの品質と異なることを買主は立証
しなかったことが挙げられた。具体的には、契約
締結前に買主の代表が自ら売主を訪問し、且つ冷
凍鶏股肉を検査した結果、適格な獣医の健康証明
に拠れば、その物品の加工、保存と荷積みをする
ことが健康規制に適合していることは明らかであ
る。そして、契約書に特定の公法基準への適合性
という要求がない以上、35条の通常の使用目的と
特定の目的に従って物品の契約適合性を判断すべ
きであることを確認した上で、血栓、胆道色素沈
着と羽の残留のせいでウクライナの輸入規制に違
反するからといって、冷凍鶏股肉の品質が人間の
食用や契約の目的に適合しないとは言えないとさ
れた。つまり、輸入国の公的規制が厳格的、且つ
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不合理的であるから、買主が売買目的物の品質に
関する特定の要求を契約締結時に売主に告知する
義務があると判示された。
【コメント】本件の裁判所は、買主自身が物品を
検査し、その結果に基づいて契約関係に入ること
を決めたから、売主の判断と技能に依存していな
いところに注目し、厳格な公法規制についての告
知義務を買主に負わせ、売主の契約違反を認めな
かったと思われる。重要なのは、判決文において
輸入法令の違反が直ちに契約不適合にならないこ
とが言及された点である。その理由として、EU加
盟国の中には、自国の法令に違反することで輸入
が禁止される物品も、人間の食用に適合する可能
性があることが挙げられた。

（4）判例6――オーストリア最高裁判所OGH2000

年4月13日判決（中古機械事件）37――35条

（2）（a）

【事案の概要】オーストリアの買主が改造後転売
するため1998年4月6日にドイツの売主へ四つの中
古機械のオーダーを送った。以前の取引では中古
機械にCEマークが付いていないにも関わらず、
EC指令に適合していたようである。しかし、今回
は、買主は検査を通じてCEマークがないことを発
見し売主に通知したが、マークなしにEEAに販売
できると売主から保証された。結局、その機械の
うち、二つが売却され、二つ（一つはチェコかス
ロバキアから輸送）がCEマークの欠如を理由とし
てEEAへの転売ができなかった。買主がCEマー
クの欠如を理由に機械の契約不適合を主張し、代
金の支払を拒絶したため、売主が代金の支払を求
めてザルツブルク地方裁判所に訴訟を提起した。
一審では、ドイツ法を準拠法とした上で、EC指令
89/392に基づくドイツ機械安全法（GSG）に従っ
て、売主の請求を棄却した。その理由は、GSG1
条とGSGVG（GSGの第9回付属法令）3条の適用に
よって、商業目的でEUの市場で流通し始めるす
べての機械にCEマークが必須であるというもので
ある。それがEEA圏外から輸入された機械だけで
はなく、改造された後（スロバキアから輸送され

た機械の操作システムが外された）、EEAに転売
する予定のある中古機械にとっても同じなのであ
る。　
　売主がインスブルック州控訴裁判所に上訴した
が、二審はEWG指令91/368とEC改正指令89/392
に拠れば、移行措置が必要であるので1995年12月
31日前に流通し始めた中古品の機械にはCEラベル
が必要ではない、従って、GSGに基づき「流通開
始の時点」に対する定義が一審と異なり、中古機
械にCEラベルは必要ではないと言えるが、オース
トリアの機械安全法（MSV）に従えば、流通を開
始するとはオーストリアに最初に輸入することを
指しているからCEラベルが必須であるとして、
CISGの35条により契約適合性を判断すべきである
として一審に差し戻した。それに対して売主が更
に最高裁判所に上告したのは本件である。
【判旨の要点】OGHはまずCISGの適用を認めた。
そして、35条に言う通常の使用目的に適合するか
どうかの判断は、売買目的物の輸入国又は使用予
定国の安全、認証と生産基準とは関係なく、基本
的に売主国の公法規制を基準に行うべきであると
判示した。従って、売主が売買目的物の引渡地を
知ったとしても、その国の公法規制に適合した物
品の引渡義務はなく、買主こそ契約締結時に35条

（1）又は（2）（b）に基づき自分側の公法規制を契約
に組み入れるべきであるから、本件において法律
の適用と事実の判断に誤りがあるとして、一審に
差し戻した。
【コメント】売買目的物の品質に錯誤がある場合
に当事者は国内法上の救済を求めることができ
る。しかし、OGHは錯誤取消しと契約適合の保証
が衝突する際に、CISGに契約不適合に関して網
羅的なルールがあるので、国内法上の救済は排除
されるという見解を採用した38。この判決は、多
様な国の裁判例にみられるこの見解を受け入れて
CISGの統一的な解釈を促進し、自国解釈の傾向を
回避するという正しい解釈法の例として、学者の
間で高く評価されている39。また、オーストリア
の最高裁判所も、原則として、通常の使用目的の
判断は売主国の基準に従うべきであり、売主は買
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主側の公法規制に拘束されないことを認めた。最
後に、この判決は、EU法の観点から、商品の自由
な流通を保障するルールにも合致していると思わ
れる40。

（5）判例7――ベルギー・イーぺル地方裁判所

2002年2月18日判決（豚肉事件）41――36条

（2）

【事案の概要】フランスの買主がベルギーの売主
から豚肉を輸入する契約を締結した。豚肉の受領
後、フランス国内でベルギー産肉のダイオキシン
汚染に関する疑いが強まり、安全性を証明できな
いベルギー産肉の輸入を禁止する法令が公布され
た。買主は、豚肉がダイオキシンに汚染されてい
ないとの保証を売主から得られなかったため、豚
肉の契約不適合を理由として代金の支払を拒絶し
た。これを受けて売主が代金の支払を求めて訴訟
を提起した。
【判旨の要点】ベルギーの地方裁判所はCISG69
条と36条（2）を根拠に、本件豚肉の不適合のリス
クは受領時に買主に移転し、移転後に発生した不
適合については、売主は具体的な保証がない限り
責任を負わないと説明した。更に買主の受領後の
検査によれば、豚肉がダイオキシンに汚染されて
いないことが確認されたため、危険移転後に制定
されたフランスの規制により豚肉の輸入禁止につ
いては買主が責任を負わざるを得ないとした。従
って、買主による物品の代金と利息の支払を命じ
た。
【コメント】この事件において、フランスの輸入
規制が不可抗力42となりうることも議論された。
危険移転後のリスク負担にせよ、不可抗力からの
免責にせよ、売主がダイオキシン汚染のない豚肉
を提供したことは契約の責任を十分に果たしたと
思われる。

（6）判例8――ドイツ連邦最高裁判所BGH 2005

年3月2日判決（冷凍豚肉事件）43――35条（2）

（a）と36条（1）

【事案の概要】ドイツの買主とベルギーの売主の

間で、1999年4月に冷凍豚肉に関する売買契約が締
結された。その契約に拠れば、豚肉は3回に分けて
遅くとも6月4日に最終の転売先（ボスニア・ヘル
ツェゴビナの商社）へ送られる予定であった。し
かし、6月にドイツとベルギーにおいてベルギー産
肉のダイオキシン汚染が疑われたため、ドイツ政
府はダイオキシン不存在証明のないベルギー肉の
販売を禁止する旨の規則を施行し、EUもダイオキ
シンがないことを確保するため、商品の食用適合
性に関する証明書を必要とする法令を制定した。
同様に7月にベルギー政府も証明されない肉（輸出
された肉も含む）を廃棄処分とする旨の類似の規
則を公布した。しかも、売主が通関用の健康証明
を出さなかったため、豚肉が最終的に転売先の税
関で処分された。買主が大部分の代金の支払を拒
否しながら代金減額を主張するのに対し、売主は
残代金の支払を求めて提訴した。売主は一審、二
審ともに敗訴し、最高裁に上告した。
【判旨の要点】BGHは35条（2）（a）に要求される通
常目的の一つが転売であり、人間の食用という目
的で引き渡された食料品の転売可能性は、少なく
とも商品が人体に有害ではないことを含むことを
前提に、汚染の疑惑と規制が引渡後に広がったと
しても、危険移転時にすでに有害物質が存在した
のであるから、36条（1）に基づき、危険移転前の契
約不適合について売主が責任を負うべきであると
判じた。また、通説に拠れば、売主国でも同じよ
うな公法規制が存在する場合や、特定の状況にお
いて売主が買主国の公法規制を熟知していた場合
でない限り、売主は、買主国（ボスニア・ヘルツ
ェゴビナ）の公法規制に適合した物品の引渡義務
を負わない。本件の豚肉が買主国で保護性規制の
公布を引き起こし、しかもその規制が売主国を含
んだEU全域に広がったことに鑑み、その契約適合
性の判断は売主国であるベルギーの法律に従って
行うべきであると判示した。
【コメント】この判決は、「転売可能性」を35条
の通常使用される目的の一つであることを明示
した。買主が汚染の事実を立証しなかったにも拘
らず、冷凍豚肉がダイオキシンに汚染されて人体
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の健康に害する恐れがあるだけで、その契約適合
性がBGHに否定されたと評価されている44。しか
し、シュレヒトリームは、この判決はムール貝事
件の原則に固執しすぎており、再考すべきである
として反対している45。その意見に拠ると、危険
移転時にベルギーにダイオキシンを規制する法令
がまだないから契約不適合とは言えないはずであ
る。BGHが重視したのは売主国の規制とは関係
なく、豚肉がダイオキシンに汚染されているとい
う疑いで人間の食用と商業利用に不適合になる結
果、契約の通常目的に適合していないことであ
る。従って、物品の契約適合性の判断は使用・転
売される予定地の公法規制、つまり買主側の公法
規制を考慮すべきであり、売主の救済は35条（2）

（b）によって実現させるべきであるというのであ
る。また、これは42条（1）の知的財産権の適合性規
定にも合致しているという。

（7）判例9――オーストリア最高裁OGH2006年

1月25日判決（冷凍豚レバー事件）46――35条

（2）（a）

【事案の概要】セルビアの買主が、自国へ輸入す
るため、オーストリアの売主から18パレットの冷
凍豚レバーを購入した。契約では豚レバーの輸入
先以外、その品質と輸入方針について当事者は一
切特定しなかったし、補助的な合意もなかった。
引き渡された豚レバーはEUの基準を満たし、人間
の食用に完全に適した状態にあるとされるが、細
菌が含まれることを理由にセルビアの税関はその
輸入を禁止した。買主が返品の費用及び低価格で
の転売から生じた損害賠償を請求し、オーストリ
アの裁判所に訴訟を提起した。一審はCISG35条に
基づき、同種類の豚レバーが通常使用される目的
に適合し、買主国の公法規制によってその品質の
基準を定めることができないことを理由に買主の
請求を棄却した。二審は、一審の判決を肯定しつ
つも、売主が契約締結時に輸入国を知らされた場
合に、その輸入国の公法規制が物品の適合性判断
に関係するかどうかについては、確定した過去の
最高裁判決はまだないとして、更なる上告を認め

た。
【判旨の要点】OGHは、多数説と中古機械事件
（判例6）の判決で確立された法理を再度強調して
上告を棄却した。特にマグナスの見解を参考し、
売主は買主国に支店を置く場合、買主国において
宣伝をしていた場合や、自発的に買主国へ商品を
輸出した場合に、買主国の規制を了知すべきであ
るとしたうえで、本件事案がそれらの場合に該当
するかどうかについて議論した。本件において、
売主が過去にセルビアの買主へ輸出したものには
何らの問題もなかったし、無菌の冷凍豚レバーを
要求するのが絶対不可能であることに鑑み、売主
が本件の輸入を阻止したセルビアの輸入規制を知
らない、又は知っているはずがないと判断した。
それに、買主が売主の判断と技能に依存したと推
定できる証拠がないから、冷凍豚レバーが特定の
目的に適合しないという買主の主張も却下した。
【コメント】この判決は通説とOGHの先例を踏
まえながら出されたのであるが、買主の主張に対
して、シュレヒトリームによる35条（2）（b）の議論
にも基づき、特定目的の有無、売主の知と不知、
買主の売主への依存の合理性という三つの要素を
当てはめながら、判断したと言えよう。従って、
通説のように買主国又は物品の使用国が告知され
ただけでは売主が義務を負わないとするのではな
く、35条（2）（b）に基づいて事案ごとに検討する必
要があるのであろう。

（8）判例10――オランダ・ロッテルダム地方裁

判所2008年10月15日判決（耐火塗料事件）47

――35条（2）（a）

【事案の概要】オランダの会社が2005年に新築ア
パートの塗装工事のため、ベルギーの売主に工事
の情報を送った上、塗料システムの購入をオラン
ダの買主に委任した。売主は、送られた情報に基
づき塗料の耐火性を計算して完成した塗料システ
ムを買主に送った。しかし、その塗料が欧州規格
に適合するにも関わらず、塗料の層の厚さが原因
でオランダのNEN基準を満たさないため、ロッテ
ルダム当局に承認されなかった。結局、買主はオ
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ランダの基準を満たすために追加の塗料を買わざ
るを得ず、予想以上の工事時間を費やした。売主
が塗料の代金と遅延利息を請求し、買主が塗料の
契約不適合による損害賠償を反訴として裁判所に
請求した。ロッテルダム地方裁判所は売主の請求
を認め、買主の請求を棄却した。
【判旨の要点】判旨において、CISG35条を適用す
る際に、買主国と売主国の両方に適用されている
基準をまず考慮に入れるべきであるが、買主は自
国の公法規制が売主のそれより厳しい場合、その
具体的な規制を売主に告知する義務を負うことが
判断された。従って、裁判所は、物品の使用予定
国だけを告知された売主に、その国の公法規制へ
の適合義務を負わせるものではないとし、本件の
事実から、契約締結前に買主はオランダの基準が
より高いことを売主に告げたかどうか、またオラ
ンダの基準を売主が知り又は知るべきであったか
どうかについては不明であるから、耐火塗料の契
約不適合がないと言わざるを得ないと判じた。
【コメント】当事者に明示又は黙示的な合意がな
い限り、同じEU加盟国間の売買契約において欧州
規格を適用するのが当然に推定できる。本件の当
事者間の交渉過程ではオランダの基準、又はその
適用について買主が売主の注意を喚起しなかった
ことに鑑み、判決が妥当であるように思われる。
しかし、買主がどの程度の注意を喚起すれば売主
の責任が生じるかについては、まだ疑問が残る。
オランダの基準がEUの基準より厳しいことを告げ
れば足りるか、それとも具体的な規制を告知しな
ければ売主を拘束できないのか、この点について
やはり当事者の地位や取引関係などに基づき裁量
を加える余地があるのであろう。

（9）判例11――ニュージーランド控訴院2011年

7月22日判決（ボルボトラック事件）48――8

条（3）と35条（2）（a）

【事案の概要】オーストラリアのクイーンズラン
ド州にある買主が、ニュージーランドの売主と
の間で四台の中古ボルボトラックに関する売買契
約を締結した。売主は以前にもボルボトラックを

成功裡にオーストラリアの買主に売却したことが
あるから、この取引を維持するためにオーストラ
リアの貿易雑誌に広告を出しているのである。
また、これらのトラックは最初にニュージーラン
ドに輸出される目的で組み立てられたから、コン
プライアンスプレートが取り付けられなかった。
そのため、トラックはオーストラリアに到着後、
クイーンズランド州の交通部門にプレートが付い
ていないことを理由にその登録を拒否された。結
局、購入したボルボトラックは限られた用途でそ
の使用を許可された。買主がCISG35条（2）に基づ
きトラックの契約不適合をニュージーランド高等
裁判所に訴えたが、裁判官は買主国での登録可能
性について明示の合意がないとした上で、売主の
広告に「ブリスベンに陸揚げ」との記載があるこ
とや、売主が買主に「明示的にオーストラリアの
輸入補助業者を利用することを薦めた」ことか
ら、売主がクイーンズランドのトラック規制を知
り、又は知るべきであるとは言えないから、その
規制を適用する義務がないとして、買主の請求を
棄却した。これを受けて買主が更に上訴した。
【判旨の要点】ニュージーランド控訴院は、
CISG7条によって求められる条約解釈の国際性と
統一性から出発し、ムール貝事件の法理を参考し
ながら、その三つ目の例外状況、すなわち、売主
が買主側の公法規制を知り又は知らないことがあ
り得なかったことにつき、過去の取引に問題がな
かったこと、および、売主は広告を通じて買主国
の輸入手続や法律規制に関する知識が不足してい
ることを告知したことから（8条（3））、売主が買主
国の登録規制を知るはずがないと判断した。仮に
売主が契約締結時に買主の登録規制を知ったとし
ても、買主も専門家であることから、売主の技能
と判断に依存することが不合理であることを根拠
に、本件のトラックが契約に適合していると判示
して一審の判決を維持した。
【コメント】これもすべての関連状況を考慮に入
れて契約の解釈を行う典型例であると言えよう。
過去に売主が買主国へ輸出したトラックは問題に
ならなかったが、本件におけるトラックの特殊性
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は、それがニュージーランド向けに組み立てられ
たことである。また、以前の取引から売主が買主
国の法律を熟知し、又は遵守したと推定すること
はできるが、売主の広告上の記載は売主がオース
トラリア州の登録規制について不知であるとの判
断に繋がり、更に買主が専門家であることも売主
の責任の推定を覆す重要な証拠となった。

第３節　買主側の公法規制を考慮すると判断され

　　　　た事例

（1）判例12――ドイツ・エルヴァンゲン地裁

1995年8月21日判決（パプリカ事件）49――

8条（3）と35条（1）

【事案の概要】ドイツの買主とスペインの売主が
1994年8月に80トンのパプリカに関する分割履行売
買契約を締結した。しかし、買主は、11月末に2回
目に引き渡されたパプリカがドイツの食品安全法
LMBGで許容される量の35倍の酸化エチレンを含
んでいることをドイツ香辛料協会から知らされた
後、すぐに酸化エチレンに対する扱いを売主に確
認した。売主はパプリカの返品及び代替品の引渡
しを承諾したが、買主が定めた期限前にそれを行
わなかったため、買主は契約の解除を主張し代金
の支払を拒絶した。売主はパプリカがドイツでの
販売に適合していること及び買主の検査義務違反
を根拠にパプリカ代金の支払を買主に請求した。
これに対し、買主は代替取引から生じる差額損害
と逸失利益の損害賠償を請求して反訴を提起し
た。
【判旨の要点】裁判所はまずCISGの適用を認め、
当事者間の以前の取引においてドイツの規制に従
って検査を行ったことに鑑み（8条（3））、ドイツ食
品安全法の適用について黙示的な合意があったこ
とを認め、売主がドイツ法の不知を援用すること
ができないと判断した。そして、2回目で引き渡さ
れたパプリカがドイツ食品安全法に違反すること
は、35条（1）に基づく契約不適合であり、売主の
重大な契約違反であることを是認した。また、売
主による代替品の引渡しがないことと、汚染され
ていないパプリカの引渡しが困難であることに鑑

み、裁判所は45条、73条と74条に基づいて買主の
契約解除権と損害賠償請求権を認め、売主の請求
を棄却した。
【コメント】本件の買主が、当事者間にドイツ法
に従う合意のあることを成功裡に立証できたため
に買主の請求が認容されたと考えられる50。明示
的合意がないとしても、売主はドイツの食品安全
法と、パプリカをドイツで販売するという特定の
目的を契約締結時に知らされていたし51、恒常的
にドイツへ香辛料を輸出し、且つドイツに営業所
を置いているので52、35条（2）（b）に従って、特定
目的に適合したパプリカの引渡義務を負うのであ
ろう。

（2）判例13――フランス・グルノーブル控訴院

1995年9月13日判決（チーズ事件）53――8条

（1）と35条（1）

【事案の概要】フランスの買主がクライアントの
プロモーションのため、1992年10月に長年の取引
先であるイタリアの売主に、チーズの購入オファ
ーを送った。売主から輸出代金の回収を委任され
たSFF会社との間の訴訟において、買主は、一審
での敗訴を受けて、バルメザンチーズの組成と賞
味期間が表示されないことがフランスの市場規制
に違反していることを根拠に商品の契約不適合を
主張して上訴し、代金の相殺を求めた。
【判旨の要点】グルノーブル控訴院はまず、債権
回収契約についてユニドロワ国際ファクタリング
条約の適用を承認した。続いて、買主と売主の売
買契約についてCISG1条（1）（a）に基づく適用を認
めた上で、チーズが契約に適合していないと判じ
た。判旨に以下の理由が述べられた。当事者間に
合意がない場合、契約意図の解釈を8条（1）に委ね
るべきである。本件における、少なくとも何ヶ月
間かの取引関係から見れば、買主がフランスの市
場規制に適合しているチーズを注文したと解釈し
なければならない。従って、売主は、フランスの
市場規制に適合したチーズの引渡しが義務付けら
れ、チーズの組成と賞味期間が包装に表示されな
いことは35条により契約不適合に当たると言わざ
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るを得ない。
【コメント】この判決の争点は幾つかあるが、物
品の契約適合性を判断する際に、売主と買主の長
期的取引関係に着目して、売主が物品の使用予定
国を知った場合に、その国の市場規制に適合した
物品の売買という買主の契約意図を知ったと推定
するところに重要な意義がある54。更に売主に義
務を負わせる根拠が8条（1）と35条であり、当事者
間に存在する長期的取引関係から契約目的物の性
状を解釈したことも評価に値すると思われる。

（3）判例14――ドイツ・トリーア地方裁判所

1995年10月12日判決（水混入ワイン事件）55

――35条（1）

【事案の概要】1992年7月にドイツの買主がイタリ
アの売主から購入したワインに9％の水が混入し
ていたため、そのワインは、ECのワイン市場規制
（EC　Regulation No.882/87）に基づくドイツ法
に違反し市場上の流通に適合しないとして、ドイ
ツの当局に没収又は処分された。買主が契約不適
合から生じる損害との相殺を主張し、部分的な代
金の支払を拒絶したため、売主は裁判所に残りの
代金の支払を請求した。
【判旨の要点】ドイツのトリーア地方裁判所は、
まず専門家の検査結果からワインの引渡し時に確
かに水が混入していることを確認した。そして、
CISG35条に基づき、本件のワインが水の混入でド
イツの市場に流通できないことは当事者の明示的
な合意に違反するものであると判断した上で、ワ
インの通常検査の対象には水の添加量が含まれな
いことや、40条に基づき売主が知っていた契約不
適合であることに鑑み、買主の検査義務違反も否
定した。
【コメント】この判決においては、ワインの契約
不適合について争いの余地がないと思われる。な
ぜなら、水を混入したワインがドイツの市場に流
通できないことは明らかに当事者の契約合意に違
反したからである。

（4）判例15――フランス破棄院1996年1月23日

判決（砂糖混入ワイン事件）56――35条（1）

【事案の概要】イタリアに営業所を置いた売主
が、1988年にフランスの買主との間でワインの売
買契約を締結した。砂糖の混ぜられたイタリア
のワインがフランスに輸入されたことを買主が
知った後に、買主が詐欺管理局（Fraud Control 
Service）に報告した結果、本件のワインもアルコ
ール度を上げるために、相当な量の砂糖が混ぜら
れていたことが明らかになった。買主が契約の解
除と損害賠償を一審のセット商事裁判所と二審の
モンペリエ控訴裁判所に請求したが、二審では、
フランス法の下で、当該ワインが契約に適合して
おらず、商業利用に適正な品質を有しないとさ
れ、買主からの契約解除の請求を認めた。売主が
ワインの補糖が義務違反ではないことと、ある積
荷では、運送条件の不備がワインの飲用への不適
合をもたらしたと示されたため、ワインの補糖と
本件損害の間に因果関係がないことを主張して破
棄院に上訴した。
【判旨の要点】破棄院は、締約国によるCISGの適
用を認めた上で、35条（1）に基づき、補糖したワイ
ンが飲用に適合していないため、売主は契約合意
に違反したと判断し、売主の上訴を棄却した。
【コメント】本件も市販可能性が争点になるケー
スであり、ムール貝事件との違いは売主の人為的
な操作で商品が買主国の公法規制に違反し、市販
できなくなる点である57。この契約においては、
ワインが人間の飲用に適合しなければならないと
する契約条件があるから、砂糖が混ぜられたワイ
ンは酢に転化してしまい、人間の飲用に適合しな
いことは、明白な品質条件への不一致である58。
従って、売主に契約違反の責任を負わせることも
正当であるように思われる。

（5）判例16――オランダ・スヘルトーヘンボス

地方裁判所1998年10月2日判決（粉ミルク

事件）59――35条（1）

【事案の概要】1994年10月から1995年4月までシン
ガポールの買主とオランダの売主が粉ミルクに関



買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務について

21

する売買契約を結んだが、「放射線に汚染されて
いない食料品」というシンガポールMOEの厳しい
規制を満たすため1キロごとに10ベクレルの放射線
量を超えない値の粉ミルクでなければならないこ
とを合意した。しかし、売主が要求された粉ミル
クを提供できずに引渡しをしなかったため、買主
が損害賠償を裁判所に請求した。売主は、オラン
ダ法による契約の無効、CISG71条に基づく履行の
停止や79条の不可抗力による免責を主張した。
【判旨の要点】オランダの地方裁判所は、オラン
ダ法の下では契約無効の原因がないと判断した上
で、買主が粉ミルクの受領準備を整えたことから
売主の履行停止権を否定し、売主が契約締結時に
シンガポールの規制を了知していたことに基づき
不可抗力の抗弁も認めなかった。物品の契約不適
合に関する判旨の部分では、当事者が契約締結時
に厳しい公法規制を承知した上で放射線量の上限
値を合意したことから、上限値以内の物品であれ
ば買主国の公法規制に違反するとされる場合に買
主がそのリスクを負うが、本件のように合意した
上限値を超える物品が引き渡され、結局買主国の
当局に処分されるなら、売主が契約違反の責任を
負うべきであると判示された。
【コメント】当事者が契約締結時に買主国の公法
規制を満たすために、粉ミルクの品質に関して明
示的な合意をしたから、売主から合意した条件に
適した物品の引渡しがないことは明らかな契約違
反であると言わざるを得ない。

（6）判例17――米国ルイジアナ連邦地方裁判所

1999年5月17日判決（医療機器事件）60――

35条（2）（a）

【事案の概要】1993年1月25日、放射性物質の製
造者であるイタリアの売主が、アメリカのマーケ
ティング会社である買主との間で、あるマンモグ
ラフィー・ユニットの販売に関する独占的なライ
センス契約を結んだ。しかし、1996年にアメリカ
食品医療品局（FDA）が、その設備がアメリカの
政府安全規制、特にGMP医療機器規制に適合して
いないとして没収した。売買目的物の、アメリカ

政府の安全規制への適合性について誰が責任を負
うべきかについて当事者が争い、1998年に仲裁に
至った結果、売買目的物の契約不適合、及び売主
の重大な契約違反が認定された。買主が合衆国法
典第9章第9条に基づいて仲裁判決の承認を裁判所
に請求したことに対し、売主が先例の違反、及び
CISGの無視を主張した。
【判旨の要点】ルイジアナの連邦裁判所は、本件
医療機器の契約適合性について仲裁廷の判断を是
認した。なぜなら、売主がアメリカに支店を置い
ていたという「特別な状況」に鑑み、売主は契約
締結前にアメリカのGMP基準を知り、又は知らな
いことがあり得なかったからである。従って、本
件はムール貝事件の三つ目の例外に当たり、仲裁
廷の判決が「公序やCISGの無視」ではなく、連邦
仲裁法にも違反していないとされた。また、裁判
所は詳しく検討せずにCISG25条と49条に基づき、
売主の重大な契約違反により、買主が契約を解除
できるとした。
【コメント】この判決はまずBGHに定められた一
般原則に拘束されることなく、ケースの事実関係
から買主側の公法規制への適合義務を認めた判決
であると高く評価されている。そして、アメリカ
の連邦地方裁判所が外国裁判所の判決を先例とし
て認めたこと、換言すれば、CISGを国際的コモ
ン・ローとして扱ったことも注目に値する61。ア
メリカの裁判所は常にこの方法を採用しているわ
けではないが、この判決が、国際的視野又は条約
解釈の統一性の要求（7条）から62、外国の判決を
も考慮して条約を解釈した点は評価されるべきで
あると思われる。

（7）判例18――中国日照市中級人民法院1999

年12月17日判決（冷凍エビ事件）63――35条

（1）

【事案の概要】1995年6月30日に、アメリカの買主
が中国の売主との間で冷凍エビの売買契約を締結
した。契約書では単価と重量及び支払方法が合意
されたほか、エビがアメリカの衛生、健康基準を
満たすことが要求され、食品医療品局（FDA）に
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よって通関が拒絶される場合には、売主が代金の
返還と物品の返送を負担すると約束された。とこ
ろが、エビは8月輸入港に到着後、腐敗していたこ
とがFDAによって検出され、その通関を拒絶され
た。法律違反でエビの返送を命令された買主は、
エビを確認できたら電信為替で返金するという売
主の同意を得た上でエビを船積みし、青島港まで
返送した。その後買主が自分への振込みと引換え
に船荷証券の原本を渡すと申し出たが、当事者は
返品と返金のことについて意見が一致しなかっ
た。更に売主はFDA検査報告に疑いを抱き、交渉
を要求し続けるから、買主は1996年4月に必要な書
類を整えた上で交渉を請求した。結局売主が応じ
なかったため、買主は代金の返還と損害賠償を求
め提訴した。
【判旨の要点】裁判所は中国渉外経済契約法と
CISGの適用を認めてエビの契約不適合を判断し
た上で、売主から代金や返品費用の返還と74条に
基づく逸失利益の賠償請求を認めた。また、86条
（1）と88条に従って、保存義務を負う買主に船
荷証券の不提示や損害軽減措置の懈怠があったた
め、冷凍エビの価値減少について買主が主な責任
を負い、一方で、売主は書類の不備で貨物の受取
りを遅延し、価値の滅失を避けるために積極な措
置を取らなかったため、ある程度の責任を負うと
判じた。
【コメント】本件には35条についての議論がない
が、契約不適合に関する判断の結論については
異論がない。アメリカの規制に従って、通関でき
ない場合に売主が責任を負うことが明文で合意さ
れたから、腐敗して拒絶されたエビについて売主
は、代金返還と損害賠償の義務を負うべきであろ
う。

（8）判例19――西オーストラリア州最高裁2003

年1月17日判決（コンタクトレンズ事件）64

――35条（1）

【事案の概要】オーストラリアの買主とシンガポ
ールの売主が、レンズ溶液に関する売買契約を締
結した。契約書には、レンズをオーストラリアの

医療品管理局（TGA）の要求に従って生産する
こと、及びレンズは無菌でなければならないこと
が規定された。しかし、TGAが検査でレンズ溶
液に細菌を検出したため、買主は、売主にレンズ
のリコールを要求した。売主は代金の支払を請求
して提訴したが、買主は明示的な合意の違反、予
備的に売却可能な品質という通常目的への不適合
及び特定目的に関する黙示合意の違反があると主
張し、レンズの契約不適合を根拠に、代金の支払
を拒絶するとともにリコール費用、逸失利益やの
れんの損失などを損害賠償として請求して反訴し
た。
【判旨の要点】判決文の中で、BARKER J裁判官
は西オーストラリア州商品販売法（1895）とCISG
に基づいて、レンズ溶液が契約に違反しているか
どうかについてオーストラリアの医療品法を参照
しながら、以下の意見を述べた。まず、上記の商
品販売法とCISGに基づいて、当事者間に契約上
にレンズが無菌でなければならないという明示的
合意と、商業利用可能性についての黙示的合意が
ある。そして、TGAの専門家による3回目の監査
では売主の生産過程に許容できないGMP水準が報
告されたことから、売主の生産過程がTGAの要求
を満たさない。更にサンプルレンズがTGAの無
菌検査に失敗し、実験室によって広範且つ相当の
汚染が発見されたから、無菌でなければならない
という明示的な合意に反する。以上のように述べ
て、物品が明示的、又は黙示的な合意に違反する
（CISG35条（1））として、その契約不適合を認め
た上、50条と74条に基づいて買主の請求の中、の
れんの損失以外を全部是認した。
【コメント】本件においてCISGの適用が明らか
である以上、裁判所は馴染みのある国内法解釈を
抑制すべきであると思われる。従って、この判決
は、オーストラリア商品販売法に基づくのではな
く、CISGの文献と判例からその統一解釈を行うべ
きであると批判されている65。そして、通説に拠
れば、35条（2）に言う通常の使用目的に要求され
るのは、本国色の濃い「商業利用可能性」や「平
均的品質」ではなく「合理的な品質」であるか
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ら、BARKER J裁判官が売買可能品質などの国内
法概念を用いて35条（2）の解釈を展開するのは不適
当であるとも指摘された。また、裁判官が重大な
契約違反や、検査通知義務について考慮しなかっ
た点も問題視されよう。

第４節　判例の分析

（1）類型分析

　買主側の公法規制に違反した物品の契約適合性
という問題を扱う判例を国別で見てみると、ドイ
ツとオランダがそれぞれ4件あり、オーストリアが
3件、フランスが2件、ベルギー、スペイン、オー
ストラリア、ニュージーランド、アメリカと中国
がそれぞれ1件に止まった。ヨーロッパ諸国のケー
スが圧倒的な数を占めている理由は、発達した経
済の水準に合わせ、多様且つ厳格な国内基準が採
用されることであると考えられる。
　判決の結果から分類すれば、特定の取引分野に
おいて目的物の品質を規制する国際的慣習がある
場合に、まず国際的慣習を考慮するとされるが、
国際的慣習がない場合に、更に買主側の公法規制
を考慮するとされた事例と買主側の公法規制を考
慮しないとされた事例に分けられる。

一．国際的慣習を考慮するとされた事例
　冷凍魚事件（判例1）のように、特定の取引分
野において広く知られる国際的慣習が存在する場
合、売主国の公法規制や買主側の公法規制とは関
係なく、当該国際的慣習を最低限度の品質基準と
して遵守しなければならない。当事者間に売買目
的物の品質に関する明示的な合意がない場合に、
CISG9条（2）に従って、当事者は周知の国際的慣
習の適用を黙示的に合意したとされる。国際的慣
習が契約解釈の補助的ルールとして使われる理由
は、当事者の正当な期待を保護しなければならな
いことにある66。特に小麦粉事件（判例2）で示さ
れたように、当事者双方によく知られるEU基準や
コーデックス規格のような国際基準が存在する場
合、その適用に関する当事者の合意が契約書に明
記されなくても、8条（3）に従って当事者の具体的

な交渉状況と取引関係から国際基準を適用すると
いう当事者の合意が推定されるのである。
　ここで、裁判所と仲裁廷が売買目的物の契約適
合性を判断する際に、強力な指針を与えている
国際基準の例である、コーデックス規格を概観し
ておこう。コーデックス規格とは、国連食糧農業
機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が合同で
作成した規格であって、国際的な公衆衛生と公平
な貿易を保護するために、様々な国と地域の消費
者、食品の生産者と加工者、国内的な食品管理機
関と国際的な食品貿易者などに提供された食品基
準の国際的なガイドラインである67。コーデック
ス規格に現れた国際基準の目的は、次の二つにま
とめられると思われる。第一、食品の安全性を確
保することである。コーデックス規格はまず食品
の安全を確保するために、その中に含む残留物や
添加物の基準を定めている68。特に食品に含まれ
る毒物の属性と摂取の頻度及び量に応じた食品の
安全基準について詳細な規定が置かれている。小
麦粉事件（判例2）においては、目的物が発癌性物
質を含有しており、コーデックス規格に違反する
ことから小麦粉の契約適合性が否定されたが、ム
ール貝事件にもコーデックス規格に類似した基準
が適用され、その基準に従って、当該ムール貝が
人間の食用に適することと判断された。これらの
ケースは例外なく食品の安全性を重視する特徴が
ある。第二、国際基準は不合理な公法規制を抑制
し、国際貿易の促進に寄与することも目的として
いる。具体的に、国際基準の統一化を通じて不合
理な国内の公法規制を抑制することが望まれる。
例えば、コーデックス規格の趣旨の一つとして、
規格の統一化を通じて各国の貿易障壁を取除き、
食品の国家間の自由貿易を促進することが挙げら
れている69。
　また、国際的慣習の例として、EC規制などの地
域協定が挙げられる。物品の安全性規制、規格規
制から貿易手続規制まで多岐に渡るEC規制は、欧
州議会及び理事会又は欧州委員会において可決さ
れれば、加盟国国内の立法機関に依存せず、直接
全ての加盟国に法的拘束力が生じる。従って、EU
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域内の各国政府と民間企業を規制するEC規制は加
盟国の国内法より優先的に適用される。このよう
な地域規制の趣旨を概括してみると、統一的な立
法を通じて域内の商品の自由な移動、つまり自由
な貿易を促進するとともに、貿易が域内の生物に
もたらすリスクや危険を最小限に縮減させること
を目的とするのは明らかである。

二．買主側の公法規制を考慮するとされた事例
　上記の国際的慣習がない場合に、買主側の公法
規制を考慮し、その公法規制に違反した物品が契
約不適合であると認められたケースが半分近く占
めている。その中で買主側の公法規制を考慮する
とした理由は多岐にわたるが、概ね次のように分
類することができる。
　第一は、当事者が売買目的物の品質につき明示
的又は黙示的な合意をしたからという理由であ
る。例えば、パプリカ事件（判例12）、混入ワイン
事件（判例14）、冷凍エビ事件（判例18）、コンタ
クトレンズ事件（判例19）、粉ミルク事件（判例
16）など。買主側の公法規制に適合した物品の引
渡義務を肯定した事案の中では、このような理由
をあげるケースが半分以上を占めている。
　第二に、ムール貝事件（判例3）で挙げられた
例外状況に当たるからという理由である。判例の
中で、売主が買主側の公法規制を知り又は知らな
いことがあり得ないという例外状況に当たるのは
パプリカ事件（判例12）、チーズ事件（判例13）、
医療器械事件（判例17）などである。更に、売主
が買主側の公法規制を知っているはずであるか否
かを判断する際、長期の取引関係が当事者間に存
在すること（チーズ事件（判例13））や、売主が買
主国に支店を置くこと（医療器械事件（判例17））
などが考慮される。特にチーズ事件（判例13）で
は、長期の取引関係があることから、売主が商品
の使用予定国を契約締結時に知っていたと推定し
た上で、売主にその国の公法規制に適合した物品
の引渡義務を負わせたのである。これは特定の状
況の下、売主が買主国がどこであるかを知るだけ
で義務付けられた稀なケースである。

　第三に、食料品のように売買目的物が買主や食
用者の安全に重大な支障を及ぼしうるものについ
ては、買主側の安全基準を満たさなければ物品は
契約に適合しないとされる70。裁判例の中、規定
値を35倍上回る酸化エチルを含むパプリカ（判例
12）、腐敗した冷凍エビ（判例18）などの例が、安
全考慮の対象に当たる。

三．買主側の公法規制を考慮しないとされた事例
　以上に対して、売買目的物の契約適合性を判断
する際に、買主側の公法規制を基準としないとさ
れた判例群を分析してみると、これらの事案がす
べて、ムール貝事件（判例3）で確立した法理にい
う例外状況に当たらないものであることが明らか
となる。ムール貝事件（判例3）のアプローチは
ドイツやオーストリアだけではなく、アメリカの
地方裁判所の医療器械事件（判例17）、ニュージ
ーランドの控訴裁判所のボルボトラック事件（判
例11）などにおいても、CISGにおける国際的統一
なアプローチとして参照されている。従って、ド
イツ連邦最高裁によって確立されたムール貝事件
（判例1）のアプローチが、依然として広範な影響
力を持っていると言えよう。これらの裁判例を詳
しく見ると、売買目的物の契約適合性を判断する
際に、買主側の公法規制を基準としないとされた
理由も次の2つに分けられる。
　第一に、買主側の公法規制が特有なものであ
り、売主国の公法規制や国際的慣習と整合的では
ないから、それを売主に調査させ、適合した物品
の引渡しを義務付けることは不当であるという理
由が挙げられる。つまり、一般的に、売主は買主
側の公法規制に適合した物品の引渡義務を負わな
い。更に、売主が契約締結前に買主国又は売買目
的物の最終使用国を知っていたとしても、買主国
の公法規制に適合した物品を引き渡す義務を負わ
ない。これはムール貝事件において、ドイツ連邦
最高裁によって確立された大原則であり、中古機
械事件（判例6）、可動式部屋ユニット事件（判例
4）が、この原則によった代表例である。従って、
通常の品質より高い水準の物品を期待する買主
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は、自国又は転売国の厳格な公法規制を売主に告
知する義務があると一般的に認められる。
　第二に、買主も当該売買目的物を取り扱う専門
家であり、売主の判断と技能に依存することが不
合理な場合に当たるということが理由として挙げ
られる。可動式部屋ユニット事件（判例4）とボ
ルボトラック事件（判例11）における買主のよう
に、自分も関連分野において物品を製造・販売し
ている専門家であることから、売買目的物の最終
使用・転売国がどこであるか、また場合によって
はその国における公法規制の厳しい水準を売主に
告知したからと言って、契約の合意に至らない限
り、具体的な公法規制を調査し、その規制に適合
した物品の引渡しを売主に期待することができな
いという理由が挙げられる。

（2）共通要素

　上記事例において、裁判所や仲裁廷が買主側の
公法規制への適合問題を処理する際に、幾つかの
共通要素を重視していることを窺い知ることがで
きる。
　第一に、契約適合性についての判断は、原則と
して売主国の公法規制に依拠し、買主側の公法規
制に適合した物品の引渡義務がないこととした上
で、その例外状況を幾つか設け、事案ごとに当て
はめようとしている。
　第二に、契約上の義務の内容を解釈する際に、
国際的慣習や当事者の地位、交渉過程の情報な
ど、契約に関連するすべての情報に鑑みながら解
釈する傾向がある。例えば、当事者の合意に対す
る解釈は、契約書などに現われた明示的合意だけ
ではなく、契約交渉過程の文書（例、ボルボトラ
ック事件の雑誌広告）などにも留意しながら判断
している。
　第三に、CISG解釈の統一性も重視されているこ
とである。中古機械事件と医療機器事件がその代
表例であり、オーストリア最高裁もルイジアナ連
邦地方裁判所も、ドイツの先例と主流の学説を引
用しながら、事案の特殊性を考慮に入れて妥当な
判断を下そうとしていた。これはCISG7条（1）に合

致する解釈方法であり、具体的に本国法の典拠を
避け、CISGに関する文献と判例を参考した上で条
文の解釈を通じて、CISGの統一性を図るものであ
る。

（3）判例のまとめ

　以上の判例をまとめてみると、物品の契約適合
性の判断に際して、国際的慣習や特定の公法規制
の適用に関する当事者間の合意がない場合に、原
則として買主側の公法規制を考慮しない。それを
考慮すべき場合は、ムール貝判決の3つの例外に当
てはまる場合であると言えよう。

第５章　要件の再考と結論

　学説と判例において確立された原則は、売主が
買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務を負
わないことである。この原則に対し、無論、売主
に義務を負わせたほうが紛争の減少につながって
いるのではないかという素朴な疑問が出てくる。
しかし、買主から自己の公法規制を告知すること
の容易さと、売主が具体的な公法規制を調査する
ことの難しさから見れば、原則として売主に義務
を負わせない方が妥当のように思われる。
　例外とされる状況については、買主側の公法規
制に適合した物品の引渡義務を売主に負わせるに
は、物品の使用・転売国の告知だけで足りるか、
それとも特定の公法規制を告知しなければならな
いかという点が通説と特定目的説の間で争われて
いた。この問題は、契約の解釈として、ケースバ
イケースの判断を通じて解決するしかない。特
に、取引の関係、当事者の地位及び買主の信頼の
合理性などを考慮しながら判断する必要があると
考えられる。また、具体的な事案が売主に義務を
負わせるべき例外状況に当たるかどうか、特に売
主が買主側の公法規制を知り又は知らないことが
あり得ないと言えるかを判断する際に、当事者が
契約を締結するに至った経緯を無視することはで
きないと思われる。例えば、買主がインターネッ
トを通じて売主の既存商品を注文した場合と、売
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主が自ら新しい市場を開拓し、特定の国へ自分の
商品を売ろうとする場合とでは、買主側の公法規
制に関する売主の調査義務の程度が異なる。その
理由は、後者の場合においては、売主は公法規制
を含む買主国の市場情報を調査し、把握した上で
契約関係に入るのが一般的であるから、買主側の
公法規制を知らないことがあり得ないと言えるの
である。以下では、改めて買主側の公法規制への
適合義務の要件を整理してみる。

第一．特定の取引分野において国際的慣習がある
場合に、売主はCISG9条（2）に基づいて当該国際的
慣習に適合した物品の引渡義務を負う。

第二．国際的慣習が存在せず、且つ当事者間に買
主側の公法規制を遵守する合意がある場合、売主
は買主側の公法規制に適合した物品の引渡義務を
負う。
　当事者間の合意内容を解釈する際に、CISGにお
いて、契約書などの関連文書に示される明示合意
の他、契約に至るまでの交渉過程や慣行・慣習な
ど全ての契約関連状況に示される黙示の合意も考
慮する必要がある。売主に上記義務を負わせる根
拠条文として、CISG35条（1）と8条（3）が挙げられ
る。

第三．国際的慣習が存在せず、且つ当事者間に上
記合意がない場合、売主は原則として買主側の公
法規制に適合した物品の引渡義務を負わない。売
主が当該義務を負う例外状況は概ね三つあるが、
それぞれ以下の通りである。
　①売主国が買主側と同じような公法規制を持つ
場合、②CISG35条（2）（b）に基づいて売主が買
主側の公法規制を遵守しなければならない場合、
③売主が買主側の公法規制を知り又は知らない
ことがあり得ない場合である。特に、②に基づい
て売主に当該義務を負わせるには、買主が契約締
結時に物品の使用・転売国を売主に告知するだけ
で足りるか、それとも買主側の特定の公法規制ま
で告知しなければならないか、更なる判断が必要

である。その際に、当事者の関係と地位、交渉過
程の情報など、契約に関連するすべての情報に鑑
み、特定目的の存在などの要素も考慮しなければ
ならない。また、例外的に売主に上記の義務を負
わせる主な根拠条文はCISG9条、及び35条（2）で
ある。
　このように処理すると、以下のメリットが考え
られる。まず、第2章で説明した、当事者の義務
内容を釈明するためのCISGの枠組みと整合的であ
り、主流の学説、国際慣習整合説と裁判例などに
現れた例外状況をまとめることができ、研究者や
裁判所に受け入れられやすい。そして、ケースバ
イケースの判断を通じて、通説と特定目的説の相
違点を相対化できるし、当事者間に買主側の公法
規制を遵守する合意がない場合に明確な解決策が
ないという契約解釈説の問題点を解決することも
できると思われる。

第６章　今後の課題

　以上はCISGを中心に、国際取引において、買主
国の公法規制が売買契約にどのような影響を与え
るかを議論してきたが、日本法が適用される場合
においても同じような問題が生じうる。これにつ
き、米国内に輸入することを制限されているイラ
ン製絨毯を米国に運送する契約に付された保険契
約の効力が争われた有名な裁判例がある71。保険
会社は、保険契約が被保険利益を欠くから無効で
あると主張したのに対して、被保険者は、禁制品
の処分に関する規定は輸入する国の行政上の規定
であって、私法上の契約の効力には影響を及ぼさ
ないとして、保険契約の有効性を主張し、保険金
の支払を請求した。第一審は、当該保険契約は公
序良俗に反するとして無効判決を下したが、東京
高判はそれを覆し、日本法において、個人が所有
する絨毯を転居先の米国に運送することは違法な
行為とはならないため、この運送契約に付された
海上保険契約は被保険利益を有するものであると
判断し、米国法上一時的に規制される違法な行為
は、日本の公序に反せず、無効であるとは言えな
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いとした。これは日本の裁判所が、日本法を準拠
法として契約の効力を判断する際に、外国の公法
規制（輸入禁止令など）が考慮要素になり得ると
しつつも、結局個別事情を踏まえて輸入国の一時
的な公法規制が契約の効力に対する影響を否定し
た事例であり、本稿が取り上げた問題及び結論と
共通するところがある。
　しかし、CISGが契約の効力を一切規律しないか
ら、本稿の問題は、契約の効力の判断より、契約
における売主の義務内容の判断であると言える。
また、この事件における契約の類型が運送契約及
び保険契約であり、本稿の売買契約とも異なる。
売買契約において、目的物が買主国の公法規制に
違反するとして、物品の契約適合性が争われた事
例は、日本の裁判例のなかには見当たらない。日
本の学説と関連判例の研究を、今後の課題とした
い。
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